
宗谷管内の「つながる」相談支援マップ「Ｌiｎｋｓ Ｍａｐ」 相談先一覧 宗谷教育局管内特別支援連携協議会

１ 宗谷教育局関係 ② 南宗谷子ども通園センター ９ 子育て支援センター（地域子育て支援拠点）
宗谷教育局管内特別支援連携協議会 枝幸町北栄町1474-1枝幸町保健福祉センター内 ① 乳幼児子育て応援センターキッズなかよしルーム
（事務局） ℡（0163）62-3376 稚内市富岡4-18社会教育センター東分館
稚内市末広4丁目2-27 ③ 利尻富士町母子通園センター ℡（080）1897-0367

℡（0162）33-3743 利尻富士町鴛泊字栄町総合保健福祉センター内 ② 子育て支援センターるーえん
２ 宗谷総合振興局関係 ℡（0163）82-2320 稚内市中央2-16-12

① 宗谷総合振興局保健環境部保健行政室 ④ 礼文町母子通園サブセンター ℡（0162）23-6321
（稚内保健所） 礼文町香深村カフカイ3-3香深保育所内 ③ 子育て支援センターほっと
健康推進課（子育て支援・相談） ℡（0163）86-2129 稚内市緑4-5-32
稚内市末広4丁目2-27 ⑤ ヒラソル ℡（080）6099-2315

℡（0162）33-3703 稚内市中央4丁目7-26 ④ 猿払村子育て支援センター（鬼志別保育所内）
② 同利尻地域保健支所 ℡（0162）73-0833（未就学児） 猿払村鬼志別北町131
利尻町沓形字日出町13-1 ℡ 73-0835（就学児） ℡（01635）2-3666

℡（0163）84-2247 ８ 市町村福祉課等、市町村保健センター ⑤ 猿払村子育て支援センター（浜鬼志別保育所内）
③ 同浜頓別地域保健支所 ① 稚内市生活福祉部健康づくり課 猿払村浜鬼志別1979-1
浜頓別町中央北3 稚内市中央4丁目16-2 ℡（01635）2-3070

℡（01634）2-0190 ℡（0162）23-4000 ⑥ 浜頓別こども園
④ 宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課 ② 猿払村保健福祉総合センター 浜頓別町北2条3丁目
稚内市末広4丁目2-27 猿払村鬼志別北町28 ℡（01634）2-3535

℡（0162）33-2573 ℡（01635）２-2040 ⑦ 中頓別町子育て支援センター（こども館内）
３ 北海道稚内養護学校 ③ 浜頓別町保健福祉課 中頓別町字中頓別182
稚内市声問5丁目23-7 浜頓別町中央南１ ℡（01634）6-2727

℡（0162）26-2292 ℡（01634）2-2551 ⑧ 枝幸地域子育て支援センター
４ 就労に関する相談 ④ 中頓別町保健福祉課保健福祉グループ 枝幸町三笠町772-10
北海道労働局稚内公共職業安定所 中頓別町中頓別172-6 ℡（0163）62-1414
稚内市末広4丁目1-25 ℡（01634）６-1995 ⑨ 歌登地域子育て支援センター

℡（0162）34-1120 ⑤ 枝幸町役場町民課子育て保育グループ 枝幸町歌登南町1076-10
５ 医療的な相談 枝幸町本町916 ℡（0163）68-2364

① 市立稚内病院 医療支援相談室 ℡（0163）62-1237　　　　　　　  ⑩ 豊富町子育て支援センター
稚内市中央4丁目11-6 ⑥ 枝幸町役場保健福祉課保健予防グループ 豊富町字豊富東1条5丁目

℡（0162）23-2771 枝幸町本町916 ℡（0162）82-3588
② こどもクリニックはぐ ℡（0163）62-1337  ⑪ 礼文町立香深保育所
稚内市富岡4丁目3-2 ⑦ 豊富町保健センター 礼文町香深字カフカイ

℡（0162）34-8989 豊富町字豊富東1-6 ℡（0163）86-2129
６ 児童相談 ℡（0162）82-3761 ⑫ 利尻町子育て支援センター

① 北海道旭川児童相談室稚内分室 ⑧ 礼文町町民課 利尻町沓形字日出町63
稚内市潮見1丁目11 礼文町大字香深村字トンナイ558-5 ℡（0163）84-2342

℡（0162）32-6171 ℡（0163）86-1001 ⑬ 幌延町認定こども園
［管轄区域：宗谷管内］ ⑨ 利尻町くらし支援課 幌延町栄町7-2

② 稚内市教育相談所 利尻町沓形字緑町１４-１ ℡（01632）5-1254
稚内市宝来2丁目2－24 ℡（0163）84-2345

℡0120-085-415（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） ⑩ 利尻富士町総合保健福祉センター
℡（0162）24-4402 利尻富士町鴛泊字栄町117

７ 子ども発達支援センター・児童発達支援センター ℡（0163）82-2320
① 稚内市早期療育通園センター ⑪ 幌延町保健センター
稚内市中央4丁目16-2保健福祉センター3F 幌延町字幌延102-1

℡（0162）22-9797 ℡（01632）5-1790

この相談支援マップは、相談支援が受けられる各
関係機関の窓口を掲載しています。支援や相談を受
けるため、また、より専門的な相談や支援を受ける
ため、この支援マップを御利用ください。



宗谷管内の「つながる」相談支援マップ「Ｌiｎｋｓ Ｍａｐ」 宗谷教育局管内特別支援連携協議会

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（0163）86-2119
8-⑧ 町町民課（役場）
℡（0163）86-1001

9-⑪ 礼文町香深保育所
℡（0163）86-2129

□ 市特別支援教育推進委員会
（事務局：市教委）

℡（0162）23-6519
6-① 市教育相談所
℡ 0120-085-415（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
℡（0162）24-4402

7-① 市早期療育通園センター
℡（0162）22-9797

8-① 市生活福祉部健康づくり課
℡（0162）23-4000

9-① 乳幼児子育て応援センターキッズなかよしルーム
℡（080）-1897-0367

9-② 子育て支援センターるーえん
℡（0162）-23-6321

９-③ 子育て支援センターほっと
℡（080）-6099-2315

□ 村特別支援連携協議会
（事務局：村教委）

℡（01635）2-3011
8-② 村保健福祉課
（保健福祉総合センター）
℡（01635）2-2040

9-④ 鬼志別保育所
℡（01635）2-3666

9-⑤ 浜鬼志別保育所
℡（01365）2-3070

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（0162）82-1355
8-⑦ 町保健センター
℡（0162）82-3761

9-⑩ 子育て支援センター
℡（0162）82-3588

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（01634）2-2525
8-③ 町保健福祉課（役場）
℡（01634）2-2551

9-⑥ 浜頓別こども園
℡（01634）2-3535

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（0163）84-2445
8-⑨ 町くらし支援課（役場）
℡（0163）84-2345

9-⑫ 町子育て支援センター
℡（0163）84-2342

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（0163）82-1370
8-⑩ 総合保健福祉センター
℡（0163）82-2320

□ 町特別支援教育連携検討会議
（事務局：町教委）

℡（0163）62-1364
7-② 南宗谷子ども通園ｾﾝﾀｰ
℡（0163）62-3376

8-⑤ 町町民課子育保育ｸﾞﾙｰﾌﾟ
℡（0163）62-1237

8-⑥ 町保健福祉課保健予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ
℡（0163）62-4658

9-⑧ 枝幸地域子育て支援センター
℡（0163）62-1414

9-⑨ 歌登地域子育て支援センター
℡（0163）68-2364

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（01634）6-1111
8-④ 町保健福祉課保健福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ

（保健センター）
℡（01634）6-1995

9-⑦ 町子育て支援センター
（こども館）

℡（01634）6-2727

□ 町特別支援連携協議会
（事務局：町教委）

℡（01632）5-1117

8-⑪ 町保健センター
℡（01632）5-1790

9-⑬ 幌延町認定こども園
℡（01632）5-1254


